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卒業研究要旨 
 

近年 IT 技術のめざましい発展により、私たちの身近にある IT サービスを支えているシステムは

複雑で大規模なものとなった。それにともない、システムの開発のプロセスのみではなく運用、性能

の把握においても複雑で煩雑になっており、システムをより適切で効果的に利用者に提供するた

めに、IT マネジメントが重要となってきている。そこで、本研究では様々ある IT マネジメントの中で

も、顧客と IT ベンダー間でシステム性能の取り決めや、システムの性能の評価を行う SLA に着目

した。 
IT サービスの評価をするにあたり、今日注目されているクラウドサービス、とりわけ SaaS サービ

スを評価対象システムとした。SaaSサービスは、その提供するサービスの運用・提供までが対象範

囲であるため、サービスの評価を行うことが必須である。サービスの品質評価をするためには、技

術的な要素から評価を行うのみではなく、サービスを利用する業務面からも評価する必要がある。

だが、現在の SLA は技術要件からの評価となっており、業務要件からの評価が行われていない。 
そこで本研究では、業務要件からの評価を含む SLA の提案および開発を行った。ビジネスパタ

ーン別 SLA を提案および開発をおこなう題材として、会計システムを取り上げた。開発にあたって

は、まず会計業務のプロセスとデータをまとめた会計システムモデルを作成した。さらに業務プロセ

スごとにデータ処理の負荷と応答速度の要件を求めて、その結果から性能に関する要件のサービ

スレベル項目を抽出した。さらに業務依存のサービスレベル項目を会計プロセスごとに２つの視点

から抽出を行った。一つは IT サービスの利用者が利用するソフトウェアの品質、特に合目的性、

正確性、利用性などについての項目である。もう一つは、システムと ITサービスの利用者の双方が

関わって行われる業務の目標、たとえばスピード、正確性、リスクの特性の点から項目を抽出した。 
なお、技術依存部に関しては、JEITA が発行した「民間向け IT システムの SLA ガイドライン」

(参考文献 4)を参考にサービス項目の設定を行った。 
開発を行ったビジネスパターン別 SLA に対して、会計の専門家と会計システムの専門家にコメ

ントをもらった。ビジネスパターン別 SLA は、現段階においてはまた検討すべき項目がのこされて

いるものの、様々な業種やITサービス形態に対象範囲を広げていくことにより、ITサービスの業務

要件の品質を測る方法として有効に活用できるものであると評価していただいた。 
今後の課題としては、業務依存 SLO 項目表をさらに多方面から検討し、様々な IT サービスが

提供されると予想される SaaS サービスにおいて、業務依存 SLO 設定を行うことである。今回開発

を行った会計システムのみではなく、他の SaaS サービスにおいても、IT サービスの品質を測る手

段として本研究で提案したビジネスパターン別 SLA モデルが利用されることを期待したい。 
 
 



2 
 

目次 

第１章 序論 ................................................................................................................... 6 

1.1 研究の背景 ......................................................................................................... 6 

1.2 研究の目的 ......................................................................................................... 7 

1.3 論文の構成 ......................................................................................................... 7 

第２章 クラウドの普及とサービスレベルマネジメント .......................................................... 8 

2.1 近年のＩＴの流れ .................................................................................................. 8 

2.1.1 クラウドとは ....................................................................................................... 9 

2.2 サービスマネジメントの概要 ................................................................................ 10 

2.2.1 サービスマネジメントの必要性 .......................................................................... 11 

2.2.2 サービスマネジメントの現状 ............................................................................. 11 

2.3 ＳLA の概要 ...................................................................................................... 12 

2.3.1 民間向け IT システムの SLA ガイドライン ......................................................... 12 

2.3.2 SLA の現状 ................................................................................................... 15 

2.3.3 SLA の活用方法 ............................................................................................ 16 

2.4 SLA の課題 ...................................................................................................... 17 

2.5 業務要件のサービスレベル設定に関する先行事例研究の調査............................. 18 

2.5.1 三井化学の SLA に関する研究 ....................................................................... 18 

第３章 ビジネスパターンに基づいた SLA モデルおよび作成手順 ................................... 20 

3.1 ビジネスパターン別 SLA モデル概要 .................................................................. 20 

3.1.1 ビジネスパターン別 SLA モデルの位置づけ ..................................................... 20 

3.1.2 ビジネスパターン別 SLA モデルの特徴 ........................................................... 22 

3.2 ビジネスパターン別 SLA モデル作成の手順 ....................................................... 24 

第４章 会計システムにおけるビジネスパターン別 SLA モデル開発 ................................. 28 

4.1 会計システム概要と本研究での会計システム対象範囲 ......................................... 28 



3 
 

4.2 会計システム調査 .............................................................................................. 29 

4.3 会計システムのモデル化 ..................................................................................... 29 

4.3.1 会計システムのモデル化の手順 ....................................................................... 29 

4.3.2 会計システムモデル概要 ................................................................................. 31 

4.4 会計システムデータの整理 ................................................................................. 33 

4.5 会計システムのデータ処理の負荷算出................................................................ 35 

4.6 業務要件に基づく SLO 設定 .............................................................................. 36 

第５章 ビジネスパターン別 SLA の評価 ........................................................................ 39 

5.1 ビジネスパターン別 SLA の評価 .......................................................................... 39 

5.1.1 会計の専門家による評価 ................................................................................. 39 

5.2 SLA モデル開発の状況 ...................................................................................... 40 

第６章 結論 ................................................................................................................. 41 

6.1 結論 ................................................................................................................. 41 

6.2 今後の課題 ....................................................................................................... 42 

謝辞 ............................................................................................................................ 43 

参考文献 ..................................................................................................................... 44 

付録 ............................................................................................................................ 45 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

図一覧 

 
図 2-1 近年の IT 予算………………………………………………….…….……..…8 
図 2-2 クラウドの技術構造.……………….…………………………….…………...…9 
図 2-3 IT サービスマネジメントの概要………………………………………………..10 
図 2-4 ITIL におけるサービスレベル管理の概要………….……………….…..……11 
図 2-5 IT サービスの価値＿サービスの機能...……………………….……….……..13 
図 2-6 IT サービスの価値＿リソースの性能要件...………………….…….…………13 
図 2-7 IT サービスの価値＿プロジェクトマネジメントの品質要件…………….……..14 
図 2-8 SLA の必要性に関する調査…………………………………………………..15 
図 2-9 SLA の活用法①.……….……...…….……………………………….……….16 
図 2-10 SLA の活用法②…….………….……………………….……………………16 
図 2-11 PaaS、SaaS の提供範囲.…………………………………………………….17 
図 2-12 三井化学のシステムにおける３層サービスレベル ….…………….…………18 
図 3-1  ビジネスパターン別 SLA モデル概要…………………………….………….20 
図 3-2  ビジネスパターン別ＳLA モデルの構成…………………………….………..21 
図 3-3  ISO9126 ソフトウェア品質特性の対象範囲…………………………………22 
図 3-4  ビジネスパターン別 SLA モデル作成の手順……………….………….……24 
図 4-1  本研究でのシステムの対象範囲…………………………………….………..28 
図 4-2  会計プロセスの階層構造….…….…………………………………………….30 
図 4-3  会計システムモデル＿構成図.………………………………………………..31 
図 4-4  会計モデル＿小小分類プロセス群とデータの参照/作成…………………….32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

表一覧 
 
表 2‐1 サービスレベル項目の特性区分….….………………………….…………….14 
表 3-1 業務活動 SLO の分類区分………….…………………………..…………….23 
表 3-2 業務プロセス・業務データ関連図.…….……………………….………………25 
表 3-3 時間効率性要件判別表………………………………………………………..26 
表 4-1 元帳・台帳格納データ一覧……….…………………………..……………….33 
表 4-2 元帳・台帳関連データ種別……….…………………………..……………….33 
表 4-3 債務・債権管理プロセスにおけるデータ＿元帳・台帳関連表….….…………34 
表 4-4 債務・債権管理プロセスにおけるデータ一覧図……………………………....35 
表 4-5 ソフトウェア SLO 項目表の設定……………….…………………...………….36 
表 4-6 業務活動 SLO 項目表の設定………………………….…………..………….37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 
 

第１章 序論 
1.1 研究の背景 

 近年 IT 技術のめざましい発展により、企業活動に IT サービスが利用されるだけではなく、私た

ちの生活の身近なところにも ITサービスが利用されるようになった。それにともない、ITサービスを

支えているシステムは複雑で大規模なものとなっており、そのため、システムの開発のプロセスのみ

ではなく運用、性能の把握においても複雑で煩雑になっている。そのような IT技術の動きの中で、

複雑なシステムをより適切で効果的に利用者に提供するために、IT マネジメントが重要となってき

ている。IT マネジメントとは、IT サービスの品質の認知や品質の向上・改善に関する活動を行うこ

とにより、サービスを効果的、かつ効率的に運用または顧客に提供するための仕組みである。本研

究では様々ある ITマネジメントの中でも、顧客と ITベンダー間でシステム性能の取り決めや、シス

テムの性能の評価を行う SLA(Service Level Agreement)に着目した。 
 SLA でシステム評価をするにあたり、評価対象システムをクラウドのサービスとした。クラウドサー

ビスとは、従来は手元のコンピュータの中にあったデータやソフトウェア、ハードウエアの機能をイン

ターネット上のサーバ群に移行し、それらを必要に応じて必要な分だけ場所を選ばず利用できると

いうコンピュータの利用形態のことである。クラウドサービスは、近年最も注目されている IT 技術の

一つである。クラウドサービスを取り上げた理由としては、今日クラウドサービスは IT ベンダー各社

がサービスを展開しているため、サービスの独自性を示すためにも性能評価が重要となっているた

めである。 
 また、クラウドサービスは提供形態にIaaS(Infrastructure as a Service)、PaaS(Platform as a 
Service)、SaaS(Software as a Service)の３種類がある。IaaS とは、コンピュータシステムを構築

及び稼働させるための基盤をインターネット経由のサービスとして提供するサービスである。PaaS
とは、基盤から開発環境までをインターネット経由のサービスとして提供するサービスである。SaaS
とは、環境から運用までのすべてをインターネット経由のサービスとして提供するサービスである。

本研究ではクラウドサービスのなかでも、近年特に注目され、普及が期待されている、クラウドの

SaaS サービスを評価対象システムとした。 
 SLA で SaaS サービスを評価するにあたって現在の SLA の問題点が浮き彫りになった。その問

題点とは、これまでの SLA はシステムの性能の評価が主であり、提供されるサービス自身の品質

評価が行えない点である。SaaS サービスは、その提供するサービスの運用・提供までが対象範囲

であるため、サービスの評価を行うことが必須である。そこで、サービスの品質の評価を行うために、

技術的な要素のみから評価を行うのみではなく、サービスを利用する業務面からも評価できる

SLA を考察する必要である。 
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1.2 研究の目的 

 本研究では、このような背景を踏まえたうえで、クラウドの SaaS サービスにおけるシステムの考察

を行い、機能要件のみの現在の SLA ではなく、新たにサービスを利用する側、つまり業務要件か

らの SLA を提案する。 
 本研究では、業務要件を含むＳLA を設定する題材として、会計システムを取り上げる。会計シス

テムは、あらゆる企業が経営活動を行うために必要不可欠なシステムであり、財務会計においては

法律で制度が決まっているため企業固有の業務が少ない。そのため、サービスの特に品質を評価

する対象として適切と判断した。会計システムのモデルを作り、そのシステムの負荷や業務の流れ

を把握し、その結果から業務要件にも着目した SLA の提案を行う。 
 なお、本研究の SLA の検討に際しては、JEITA(電子情報技術産業協会)が発行している「民間

向け IT システムの SLA ガイドライン」を SLA の基本モデルとして、これに業務要件項目を加えて

いくことにした。また、会計システムのモデル化と業務要件の抽出に関しては、静岡大学情報学部

と株式会社 TOKAI コミュニケーションズとの共同研究により、会計システムサービスの実態を調査

しながら進めていくことにした。 

1.3 論文の構成 

本論文は全６章からなる。 
 

第１章では、序論として本研究を行うにあたっての背景および目的を述べた。 
第２章では、近年の IT 技術の流れとサービスマネジメントの現状を踏まえたうえで、本研究で 

テーマとしている SLA の現状とその問題点について述べる。 
第 3 章では、現状の SLA の問題点を踏まえ、本研究で提案するビジネスパターンに基づい 

た SLA モデルの構造及び作成手順を述べる。 
第４章では、会計システムを題材として開発を行った SLA モデルについて述べる 
第５章では、ビジネスパターン別 SLA モデルに対する評価を述べる。 
第６章では、評価を考察して結論を述べ、今後の課題を述べる。 
 

なお、参考にした文献、WEB サイトなどは、文末脚注の形で巻末に示した。 
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第２章 クラウドの普及とサービスレベルマネ

ジメント 
2.1 近年のＩＴの流れ 

近年の IT 投資予算は、削減傾向にある。2000 年に入り順調に伸ばしていた IT 投資予算は、

2008 年のリーマンショック以降、各企業では大幅な削減がされている。以下の図 2-1 は社団法人 

日本情報システム・ユーザー協会が2012年に発表した「企業の IT投資動向に関する調査報告書」

の中のリーマンショック後の IT 予算増減をまとめた図である。 

 
図 2‐1 近年の IT 予算 

出典：参考文献[1] （IT 予算の増減） 
   
リーマンショック後である 2009 年度計画では、15％の企業が 10％未満の IT 予算削減を、さら

に 33％もの企業が 10％以上の IT 予算削減をおこなっている。この年の DI 値は－19 となってお

り、前年と比較して各社の IT 予算削減が行われたことがうかがえる。 
2010 年度計画では、昨年に引き続き IT 予算削減を行った企業が全体の 45％を超えた。この

年の DI 値は－9 となっており、昨年の IT 予算削減にもかかわらず、さらに各企業の IT 予算削減

が行われたことが伺える。 
2011 年度計画では、IT 予算の削減を行っている企業が 30％にまで減少、さらに DI値も＋6と

なったことから、各企業の IT 予算が限界までに絞られたことにより、IT 予算が増加傾向になったこ

とが推測される。 
企業は、リーマンショックのような経済的な危機が起こった場合、IT 予算は削減をおこなうカテゴ

リーに属すると認知していることがわかる。 
 
近年の IT分野の新規テクノロジーとしては、クラウドコンピューティング、ビックデータなどが注目

されている。特にユーザはクラウドに対してコスト削減、IT の利便性の向上を期待しており、近年の

ＩＴ投資予算削減の傾向のなかで注目されている技術の一つである。 
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2.1.1 クラウドとは 

 クラウド（クラウドコンピューティング）とは、従来は手元のコンピュータの中に保持していたデータ

やソフトウェア、ハードウエアの機能をインターネット上のサーバ群に移行し、それらを必要に応じ

て必要な分だけ場所を選ばず利用できるというコンピュータの利用形態のことである。 
 クラウドの基本構造は主に、サーバ仮想化と分散処理の技術のよって構成されている。サーバ仮

想化とは、1 台の物理サーバの上に複数の仮想的なサーバを構築し、それがあたかも１台のサー

バであるかのように扱う技術である。これにより、複数のサーバ処理を１台のマシンの上に集約でき

るためハードウエア設備の最適化が可能となることや、物理的に固定されたサーバに比べて容易

に台数を増減させることができる。続いて、分散処理について取り上げる。分散処理とはユーザか

らの要求を複数のサーバに分割して処理する技術である。これにより、膨大な計算を必要とする大

規模な処理でも、複数のサーバに分散させることによってすばやく結果を導き出すことが可能にな

る。（参考文献１） 
現在では、単純なWebサービスだけではなく、アプリケーションやデータベース、ユーザインタフ

ェース、API、ハードウェアリソースに至るまで、コンピュータのあらゆる要素がクラウド上で提供され

ている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-2 クラウドの技術構造 
参考文献[1] （クラウド＝雲の中のコンピュータ）をもとに編集 

 

クラウド 
（サーバ仮想空間と分散処理） 

ノート PC 携帯電話 オーディオ デスクトップ PC 

アプリケ

ーション 

サーバ 

コンテンツ 

開発 

環境 

データ

ベース 

運用ソフ

ト 

ネットワー

ク機器 
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2.2 サービスマネジメントの概要 

 サービスマネジメントとは、サービスの品質の認知や品質の向上・改善に関する活動を行うことに

より、サービスを効果的、かつ効率的に運用または顧客に提供するための仕組みである。 
 IT におけるサービスマネジメントでは、IT サービスを提供する IT の運用面と運用効果、IT シス

テム管理など、ITを利用したサービスを顧客に提供するにあたって必要なあらゆるサービスの管理

を行う。ITサービスとは、ITスタッフ、資金、ITインフラストラクチャ、アプリケーションなどのリソース

を適切に組み合わせて提供されるものであり、つまり、IT サービスマネジメントとは、顧客のニーズ

に合致した適切な IT サービスを提供するためのマネジメント全般のことである。 
 
 
 
 
 

                                      サイクルを 
                                           継続的に実施する。 
 
 
 
 
 
 

  図 2-3 IT サービスマネジメントの概要 
 
図 2-3 は IT サービスマネジメントの流れを図にしたものである。 

 新規開発の ITサービスのみではなく、すでに提供した ITサービスに対しても、戦略を練り、設計

を行い、移行を行い、運用を行うというサイクルを継続的に繰り返す。それにより、顧客の ITに対す

る要望や環境が変化した際にも IT サービスや IT サービスを支えるプロセスや機能の改善が行え

るのである。 
 
 
 
 
 

  

 

IT サービス

の戦略 
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2.2.1 サービスマネジメントの必要性 

 情報技術の発展により、我々は現代の社会で生活するうえで IT が必要不可欠である。私たちの

生活をありとあらゆる場面を支えている今日の IT サービスは、その重要性が増加するにつれ次第

に複雑で大規模なものになっている。 
さらに企業の経済活動においても、IT の役割・位置づけが、単なる効率化の道具から、ビジネス

遂行に不可欠な存在となっており、IT サービスに要求される機能や運用の複雑性が増大してい

る。 
 このように、大規模で複雑さが増している今日のITサービスを顧客に適切に提供、または効果的

に開発、運用するためには、サービスマネジメントが不可欠なのである。 
 

2.2.2 サービスマネジメントの現状 

   サービスマネジメントのプロセスに関しては、現在 ITIL（Information Technology  
Infrastructure Library）が事実上のスタンダードとなっている。(参考文献 3) 

             ITIL とは、IT サービス管理・運用規則に関するベストプラクティスを調和的かつ包括的にまとめ

た一連のガイドブックである。IT サービス管理を実行するうえでの業務プロセスと手法を体系的に

標準化したもので、IT に関する社内規則や手順などの設定・見直しを行う際のガイドラインとして

活用される。 

 
図 2-4 IT におけるサービスレベル管理の概要 

   参考文献[3]（サービスレベル管理の主な活動）をもとに編集 
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2.3 ＳLA の概要 

 SLA（Service Level Agreement）とは、IT サービスの利用者と提供者の間で契約を行う際に、

サービスの内容や範囲を取り決め、また、その品質をレベル別に定量的に評価し要求水準を明確

にすることである。なお、要求水準が満たせなかった場合のルールはあらかじめ設けて、合意して

おく。 
 SLAを利用する利点は、SLAを締結することによって ITサービスの利用者と提供者の双方の間

で共通認識を持つことができるという点である。さらに、それにより現物のない IT サービスという仕

組みに対しての双方の相違を小さくすることができる。 
 また、ITIL においては、サービスレベル管理として IT サービスの品質の維持、改善に関する運

用プロセスを設けており、その基盤として SLA を行うことを定めている。 
 
SLA の概要を説明するにあたって、SLA に関連する概念あるサービスレベル項目とサービスレ

ベルマネジメントについても以下に述べる。 
サービルレベル項目（SLO:Service Level Objects）とは、セキュリティや運用、ネットワークなど

領域ごとにSLAの内容を細かく分類したものである。SLOはシステムの特徴や ITサービスの目的

によって、多種多様な項目が設定される。 

サービスレベルマネジメント(SLM：Service Level Management)とは、サービスレベル管理の

ことである。IT サービス提供者と利用者が合意した SLA を達成するためのサービスレベルの維持、

あるいは継続的な品質向上、サービス改善を図るマネジメント活動であり、品質改善に対して計画、

実施、点検、処置の PDCA サイクルを回してサービスレベル管理を行う。 

 

2.3.1 民間向け IT システムの SLA ガイドライン 

本研究では、JEITA（一般社団法人 電子情報技術産業協会）が発行している「民間向け IT シ

ステムのSLA ガイドライン」に記載してあるSLA を参考にしている。「民間向け IT システムの SLA
ガイドライン」は、民間における SLA の導入・契約方法、改善点、最新事例を網羅したものである。

SLA の標準化動向を踏まえて、民間における共通的な指標を示しており、さらに、IT サービスの

提供者と利用者の間で適切なレベルの選択を可能にすることを目指していくつかの特徴を出し、

策定したものである。（参考文献[4]） 
 
「民間向け IT システムの SLA ガイドライン」は IT サービスの価値を定義し、有効活用するため

のガイドラインとして利用されており、IT サービスの対価となるサービスの価値という観点から SLA
をとらえ、IT サービスの価値を３つのサービスカテゴリーに分類、またサービスレベル項目を８つの

特性に分類・整理を行っている。（参考文献[2]）なお、「民間向け IT システムの SLA ガイドライン」

標準化 SLA は約 800 項目の SLO から構成されている。 
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 IT サービスの価値 
    「民間向け IT システムの SLA ガイドライン」では、IT サービスの価値をサービスの機能、リ

ソースの性能、プロセスマネジメントの品質の３つに定義している。 
サービスの機能とは、システム運用／管理、システムの保守、ヘルプデスクなどのサービス 

そのものの機能である。リソースの機能とは、IT サービスを提供するためのシステムリムソスの

性能である。プロセスマネジメントの品質とは、サービスを利用する過程で必要となるマネジメ

ントの性能である。 
 
以下の図は IT サービスの価値について図でまとめたものである。 

 
図 2-5  IT サービスの価値＿サービスの機能 

               出典：参考文献[2]（IT サービスの価値） 

 
図 2-6 IT サービスの価値＿リソースの機能要件 

出典：参考文献[2]（IT サービスの価値） 

■運用サービス（障害対応、運転、ヘルプデスク、サポートなど） 

・サービス時間 ・稼働率 ・障害通知時間 ・障害復旧時間 

・運用ミス発生率 ・応答時間遵守率 ・問い合わせ回答率 

■保守サービス（障害対応、予防保守、サポートなど） 

・故障率 ・対応開始時間 ・応答時間遵守率 

■セキュリティサービス 

・バックアップ開始時間 ・稼働率 ・不正アクセス監視時間 

・改竄検知率 

サービスの機能要件 

■アプリケーション 

・使用可能時間 ・スループット ・セキュリティ 

■ミドルウエア 

・処理能力（同時処理性能） ・使用可能時間 ・アップグレード時間 

■サーバ/ストレージ 

・機器構成 ・ラック構成 ・故障率／冗長性能 ・容量  

・セキュリティ ・２重化／バックアップ 

■ネットワーク  

・回線種類 ・回線速度 ・冗長回線  

・ネットワーク機器使用 ・セキュリティ 

■施設 

リソースの性能要件 
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図 2-7 IT サービスの価値＿プロセスマネジメントの品質要件 

出典：参考文献[2]（IT サービスの価値） 
 

 サービスレベル項目 
「民間向け IT システムの SLA ガイドライン」サービスレベル項目は、可用性、機密性、完全性、

信頼性、確実性（回復）、性能（応答性）、拡張性、保守性（期間）の８つの特性に区分・整理して

いる。各特性を説明した表を以下に示す。 

 
  表 2‐1 サービスレベル項目の特性区分 

■サービスデリバリ 

・サービスレベル管理 ・IT サービス財務管理 ・キャパシティ管理  

・IT サービス継続性管理 ・可用性管理 

■サービスサポート 

・サービスデスク ・インシデント管理 ・問題管理 ・構成管理  

・変更管理 ・リリース管理 

■サービス管理導入計画 

■ICT インフラストラクチャ管理 

■アプリケーション管理 

■セキュリティ管理 

■IT サービス・ビジネス展望 

プロセスマネジメントの品質要件 
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2.3.2 SLA の現状 

図2-8は JEITAのソリューションサービス事業委員会が各企業に調査を行った、SLAの必要性

に関する調査結果である。 

 

図 2-8 SLA の必要性に関する調査 
出典：参考文献[2]（IT サービスの価値） 

 
2009 年において 2006 年度までと比較し、「SLA は必要ない」と答えた企業の比率が増えた。こ

れは、2006 年度までは調査対象のほとんどが大規模企業であったのに対し、調査対象企業を

2009 年度は大規模企業から中小規模企業までを広く対象とした結果であると述べられていた。さ

らに大規模企業においては「SLAが必要」が80％を超えていたことから、ほとんどの大規模企業は、

企業の生産活動において SLA の必要性を認知していることが分かる。また 2009 年度の SLA は

必要と回答している企業が 60％を超えていることから、大規模企業よりはすくない割合であるが中

小規模企業においても SLA を必要と認知している企業が少なからずあることが分かる。 
 
 
 
 
 
 
 

0% 50% 100%

2003年度

(N=20) 

2004年度

(N=22… 

2005年度

(N=376) 

2006年度

(N=37… 

2009年度

（N=未… 

SLAは必要 

わからない 

SLAは必要ない 
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2.3.3 SLA の活用方法 

SLA の活用方法は主に 2 パターンあるといえる。１つ目は、IT サービスの利用者と提供者との

契約においての利用、２つ目は、IT サービスの提供者自身が提供サービスの性能の容易な実態

把握においての利用である。図を用いてパターンごとの説明を述べる。 
 
＊IT サービスの利用者と提供者との契約 

 
図 2-9 SLA の活用方法 ① 

 
 IT サービスの利用者と提供者の間での契約として SLA を利用する。SLO で IT サービスの内容、

範囲、提供状況を、測定・分析可能な単位として明確に規定して、目指すべき目標や守るべき期

待値の達成状況を管理する。それにより、IT サービスに対する互いの認識の食い違いを減らすこ

とができる、さらにサービス利用者は、支払いの対価としてどのようなサービスがどれだけ提供され

るのかが事前に明確になり、機能とコストのバランスを考慮して最適なサービスを選択することが可

能になる。一方、サービス提供者は、想定以上の品質を求められることを防ぎ、ビジネスのコスト構

造をはっきりさせることができる。 
 
 ＊提供サービスの性能の実態把握 

 
図 2-10 SLA の活用方法 ② 
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IT サービス提供者が、自社提供システムの実態を把握する手段として SLA を利用する。IT サ

ービスの提供者自身がシステム実態を把握することにより、運用やサービスレベルの品質改善、費

用対効果を把握することができ、システムの改善のみに留まらず、自社システムの優位性を顧客に

示せるといった活用方法もある。 

 

2.4 SLA の課題 

 今日、サービスの効率化および情報サービスの低価格化からクラウド技術が注目されており、

様々な企業で利用され始めている。そのクラウド技術の中で特に期待されているのが SaaS である。

SaaS とは、データセンタから業務アプリケーションの提供と運用までの全てのサービスをインター

ネットを経由して提供するサービスである。従来、主に提供されてきたクラウド技術、PaaS は、デー

タセンタから DB 及び開発環境までのサービスをインターネットを経由して提供するサービスである。

図 2-10 「PaaS、SaaS の提供範囲」に PaaS、SaaS それぞれのサービスの提供範囲を示した。 
 

 
 

図 2-11 PaaS、SaaS の提供範囲 
参考文献４ （クラウドのサービスモデル） 

 
 比較してみると PaaS、SaaS サービスの提供範囲の差が歴然と分かる。PaaS の提供範囲では、

サービスを技術的要素のみでマネジメント管理が可能である。それに対して SaaS の提供範囲は、

PaaS 提供範囲に加えて業務アプリケーションと運用管理が必要である。そのため、SaaS におい

て ITサービスを評価する際は、開発基盤環境を技術的な要素からのみ評価するのではなく、運用

や、業務プリケーションを提供する IT サービスの品質管理（業務マネジメント管理）の評価を行うこ

とが必要である。ところが、現在のSLAはシステムの性能の評価（技術的な要素）が主であり、提供

されるサービス自身の品質評価（業務要素のマネジメントの管理）が行えない。そのため SaaS に

おける IT サービスの品質の評価を行うためには、技術的な要素のみから評価を行うのみではなく、

サービスを利用する業務面からも評価できる SLA を考察する必要がある。 
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2.5 業務要件のサービスレベル設定に関する先行事例研究の調査 

 本研究を進めるにあたって、SLA とその周辺技術において先行事例の調査を行った。三井化学

株式会社の「三井化学における SLA／SLM の取組」の事例を示す。 
 

2.5.1 三井化学の SLA に関する研究 

 三井化学株式会社は、SLA を SL-User、SL-System、SL-Operation の３層サービスレベルに

SLA を分け利用者、社内情報システム部門、アウトソーサー（外部委託）の３者に対してより有効な

SLA の設定を提案した。なお、三井化学株式会社の事例では、三井化学の情報システム部門が

アウトソーサと SLA を締結し、社内で利用しているシステムを対象にしている。 
既存の SLA が利用者にとって分かりにくく、また SLA に対して提供者と利用者の間でずれがあ

るといった SLA の問題点を解決するために、 SLA を３段階に分けることで、それぞれがより理解

しやすく、共通の効率的にシステムの利用を促すものとしている。図 2-11 は３層サービスレベルの

対象範囲である。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        図 2-12 三井化学のシステムにおける３層サービスレベル 
出典：参考文献３ 

 
 
 
 

 ３層サービスレベルの各階層の概要を以下にまとめた。 

アウトソー

サ 

情報 

システム

部門 

取引先 
 
 利用者 

SL-User  
SL-System  

SL-Operation  

サービス

概要 
必要作業 

サービス

具体像 
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  ◆SL－User 
        ・事業部門グループリーダ向けに記述 
    ・利用者に提供するサービス概要を記述 
    ・サービス提供のための行動指針 
 
  ◆SL－System 
    ・事業部門システム担当者、IT 管理者向けに記述 
    ・情報システム部門に提供するサービスの具体像を記述 
    ・SL－U 達成のための行動目標 
 
  ◆SL－Operation 
    ・IT 担当者向けに記述 
    ・担当者の行うべき必要作業を記述 
    ・SL－S 達成のための最低限行うべき行動内容 
  

  株式会社三井化学の研究では、サービスレベルを３階層に分け、SL-User に置き換えた

SLA を利用することによって、情報システム部門のみではなく、IT サービスのエンドユーザであ

る利用者や取引先に対して、サービス内容（リスクや保証を含む）の共有を行えることを目指して

いる。また、SL-U はサービスの行動指針の記載を行うため、その内容は業務に依存していると

推測できる。 
サービスレベルを３階層へ展開するにあたり、業務編と基盤編に分かれており、業務編は業

務プロセスから SL-U、SL-S、SL-O へ、基盤編は JEITA ガイドのシステム管理基準から SL-U、

SL-S、SL-O への逐次展開をしている。業務編、基盤編ともにあるモデルを基に、IT サービスの

ユーザ向け SLO から IT 担当者向け SLO へ展開している。評価対象システムの業務をモデル

化したシステムレベルモデルを基に SLO を作成するという考えを打ち出していることが注目され

る。 
ただし、業務のモデル化の方法やサービスレベル項目の抽出の視点については述べられて

いない。 
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第３章 ビジネスパターンに基づいた SLA モ

デルおよび作成手順 
 

3.1 ビジネスパターン別 SLA モデル概要 

 ビジネスパターンとは、ビジネス業務をその業務内容ごとに分けたものである。会計業務、生産管

理業務、経営管理業務、販売営業業務などがビジネスパターンにあたる。 
ビジネスパターン別 SLA モデルは、IT サービスの業務要件における品質の評価を目的として

いる。業務依存部分のサービスの品質を評価するにあたって、IT サービスの利用者が利用するソ

フトウェアの品質と、人間と IT サービスの利用者が関わる業務対する評価に分けて SLO を設定し

た。それぞれに対する評価方法は異なっており、前者は、ソフトウェアSLO項目表、後者は業務活

動 SLO 項目表としてまとめてある。図 3-1 は、ビジネスパターン別 SLA モデルの対象範囲を示し

ている。 

 
 図 3-1  ビジネスパターン別 SLA モデル概要 

  

3.1.1 ビジネスパターン別 SLA モデルの位置づけ 

 ビジネスパターン別 SLA モデルは、従来のシステムの技術要件のみの評価ではなく、業務要件

におけるサービスの品質の評価を目的としている。そのため、サービスレベルモデルを業務依存部

と技術依存部に分け、それぞれに対して評価を行う。 
業務依存部の評価を行うための SLA モデルがビジネスパターン別 SLA モデルにあたる。業務

依存部における業務要件やサービスの品質を評価するにあたり、ソフトウェア SLO 項目表と業務

活動 SLO 項目表の２つの SLA 項目表を作成した。ソフトウェア SLO 項目表は、ISO9126 ソフト
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ウェア品質モデルを参考に業務要件やサービスの品質の評価している。業務活動 SLO 項目表は

ソフトウェアと人間の活動が合わせて実施される業務サービスの品質に関して、正確性、スピード、

リスクの観点から評価している。 
また、技術依存部は、「民間向け IT システムの SLA ガイドライン」に記載されている、クラウドに

おけるリスクコントロール表を参考にしている。 

 
 図 3-2 ビジネスパターン別 SLA モデルの構成 

 
 図 3-2はビジネスパターン別 SLA モデルの構成を示した図である。システムモデルとは、評価対

象システムの業務をモデル化したもので、データモデルとプロセスモデルから構成されている。デ

ータモデルとは、評価対象システムで利用される業務データを一覧にまとめ、業務属性ごとに分類

したものである。プロセスモデルとは、評価対象システムを利用して行う業務プロセスをモデル化し

たもので、負荷属性ごとに分類したものである。評価対象業務をデータモデル、プロセスモデルに

まとめたシステムモデルをもとに、業務依存部のサービスレベルモデルの作成を行う。 
  このように、システムモデルをもとに作成した業務依存部の SLO と技術依存部の SLO を利用

することで、技術依存部のみではなく、業務依存部やサービスの品質の評価・管理を行う。 
 
 
 
 
 
 



22 
 

3.1.2 ビジネスパターン別 SLA モデルの特徴 

 ビジネスパターン別 SLA は従来の SLA と比較をおこなうといくつかの特徴がある。 
 
 システムモデルを基に、技術依存部の SLA とは独立して設定される 

評価対象システムの業務をモデル化したデータモデルとプロセスモデルからなるシステムモ

デルを基にビジネスパターン別 SLA は設定されている。また、技術依存部の SLA と業務依存

部の SLA は分類方法やその評価方法が異なるため、既存の技術依存部の SLA と独立して設

定がされている。 
 

 ソフトウェア SLO 項目表はソフトウェア（サービス）部分の評価を対象としている 
   ソフトウェア SLO 項目表は、ISO9126 ソフトウェアの品質モデルに記載されているソフトウェ

ア品質特性をもとにサービスの品質評価を行っている。 

 
 図 3-3 ISO9126 ソフトウェア品質特性の対象範囲 

出典：参考文献[9]（外部及び内部品質のための品質モデル）から編集 
 

   ISO 9126 はソフトウェア全般の品質を測定するための尺度を定義する国際規格である。図 3-3
は ISO9126 の品質特性の概要をまとめたものであり、保守性、信頼性、機能性、効率性、利用性、

移植性の６つの品質特性と、さらに品質特性をより細かく分類した品質副特性をまとめたものであ

る。 
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なお、ソフトウェア品質特性のうち、信頼性、保守性、移植性、および効率性の品質副特性で

ある資源効率性は技術依存部の SLA でカバーしているため、本研究ではソフトウェア SLO 項

目表への設定対象範囲外としている。 
   図 3-3の赤丸で囲まれている部分は、本研究においてのソフトウェアSLO項目表へ利用する

ソフトウェア品質特性、ソフトウェア品質副特性の対象範囲を示している。 
 
 業務活動 SLO 項目表はソフトウェアと人の活動を合わせて行われる業務サービスの品質

を評価対象としている。 
   業務活動 SLO 項目表は、業務プロセス管理の立場から既存の技術依存部のSLA では評価

されていない、人とソフトウェアが関わる業務サービスの品質を、正確性、スピード、リスクの面か

ら評価している。 

 

表 3-1 業務活動 SLO の分類区分 
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3.2 ビジネスパターン別 SLA モデル作成の手順 

以下の図にビジネスパターン別 SLA モデル作成の手順をまとめた。 
 

  図 3-4 ビジネスパターン別 SLA モデル作成の手順 
 
  図 3‐5 に示したビジネスパターン別 SLA モデルの作成の手順を追いながら説明をする。 
 

１． 技術要件の SLO を設定する。SLO とはサービスレベル項目のことであり、サービスレ

ベル管理プロセスで管理すべきサービスの特性を表す項目のことである。技術依存部

のサービスレベル標準項目の中から、対象システムにおいて必要とする項目を選択す

る。 

具体的には ISO9126 のソフトウェア品質特性における信頼性、保守性、移植性、お

よび機能性の品質特性の品質副特性であるセキュリティが該当する。 

 

 

 

 

 

1.  技術要件のSLOの設定 

2.  システムモデルを定義 

3．ソフトウェアの効率性に関

する要件を設定 

4.  ソフトウェアの機能性及

び利用性に関するSLO設定 

5.  人が関わる業務サービス

の品質に関するSLOの設定 
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２． システムモデルを定義する。 
I ）業務プロセスを大分類―会社機能―中分類―小分類―に分割する。 

         分割方法の詳しい手順は次章、4.4.1 会計システムモデル化の手順で述べている。 
 
       Ⅱ）業務プロセスで用いる業務データをリストアップする。 
         たとえば、売上業務の見積書作成業務で用いる業務データは、販売先データ、商品

の原価データ、過去の売上データ、見積書データがあげられる。 
 
       Ⅲ）小分類プロセスごとに、小分類プロセスを実現するための下位のプロセスである小

小分類に分類を行い、さらに小小分類ごとに業務データのリストアップと R/W の区

別、データが登録されている元帳・台帳の確認を行う。 
        

R/W：参照データ（R）であるか、作成データ（W）であるか示す 
元帳/台帳：業務データを参照又は作成するために、アクセスが行われる元帳/台帳名 

    
       Ⅳ）業務プロセスと業務データの関係をマトリックス上にまとめる。 

 

表 3-2 業務プロセス・業務データ関連図 
 

表 3-2 は販売プロセスにおける業務プロセス・業務データ関連図を示したものである。

大分類の No.から小小分類までの範囲は業務プロセスをまとめたものであり、データ種別、

台帳/元帳、R/W は、対象の小小分類において使用される業務データをまとめたもので
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ある。業務プロセスと業務データの関係が一覧できるようになっている。 
 

３． ソフトウェア品質特性における業務の処理特性、および効率性に関する機能要件をサ

ービスプロセスの小小分類ごとに設定する。 
Ⅰ）業務の処理特性を分類する。 
  対話型  ： 利用者とシステムのやりとりによって行われる業務 
  帳票出力 ： 利用者の要求に対して帳票データを出力する業務 
  一覧出力 ： 利用者の要求に対して一覧データを出力する業務 
  バッチ   ： 利用者の要求に対してシステムが処理を行い、その処理結果に対し 

てシステムが利用者に承認をもらう業務 
 
Ⅱ）応答性の品質特性の品質副特性にあたる時間効率性要件を設定する。 
  以下の表 3-3 時間効率性要件判別図を参考に、即時、短時間、長時間の３つに

応答時間の要件の分類を行う。 

 
 表 3-3 時間効率性要件判別表 

 
Ⅲ）業務データの取引量を推測し、応答性確保検討の材料として準備する 

業務データの取引量 ： 参照（作成）業務データ数 × 処理件数   
 
 たとえば見積書作成業務における業務データ量の推測を行う場合、 
＊見積書作成業務においては、８種類の業務データを参照する。 
＊毎月約 100 件の見積書作成を行う 
＊３月が年間で１番業務が多く 150 件ほど見積書作成を行う。 
 
以上のようなモデルケースを想定した場合には、見積書作成業務は、最大で月に

業務データを 1200 回参照する。 
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４． ソフトウェア品質特性における機能性（セキュリティを除く）および利用性に関する性能

要件を、ソフトウェアの動作に連動する人間の活動に関する要件を含めて設定する。 
Ⅰ）機能性の品質副特性である合目的性に関して設定する。 

       ・明文化された業務ルールが存在し、システムに実装されているか 
       ・業務ルールの見直しが随時されているか 

 
Ⅱ）機能性の品質副特性である正確性に関して設定する。 

       ・入力や処理誤り防止のための、データ相互チェックが組み込まれているか 
 
Ⅲ）機能性の品質副特性である相互運用性に関して設定する。 

       ・システム間のデータの連携が完全になされているか 
            
Ⅳ）利用性に関して設定する。 

       ・ユーザインタフェースと利用者の行動との整合性が高いか 
       ・カスタマイズ基準が順守されているか 
       ・ユーザインタフェースを業務の用途や利用者の要求通りにカスタマイズが可能か 

 
この手順４からソフトウェア SLO 項目表が設定される。 

                       
５．ソフトウェアと人が関わる業務サービスの品質に関して SLO を設定する。 

          測定項目は主に正確性、スピード、リスク対応の３つあり、業務プロセス管理の立

場から品質の測定評価を行う。 
 
         Ⅰ）業務サービスの正確性に関する SLO 
           ・転記等のミスの比率 （日付、金額入力など） 
           ・データ参照の際の、参照先データを正しく参照されないことによるミスの比率 
 

Ⅱ）業務サービスのスピードに関する SLO 
  ・１つの業務プロセスが開始されてから終了するまでの時間 
  ・一定時間の間に実施可能な案件の数 
 
Ⅲ）業務サービスのリスクに関する SLO 
  ・基準外の条件による契約実施の件数 
  ・下流工程でエラーとして戻される案件の比率 

         
     この手順５から業務活動 SLO 項目表が設定される。 
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第４章 会計システムにおけるビジネスパター

ン別 SLA モデル開発 
4.1 会計システム概要と本研究での会計システム対象範囲 

会計システムとは、企業の経済活動の中で勘定に関わる業務をシステム化したものである。図

4-1 で示したように、会計システムには、広義から狭義の意味までさまざまな機能がある。 
 第３章で書いた手順を基に会計システムについて SLA 設定を試みた。SLA 設定に当たっては

株式会社 TOKAI コミュニケーションズ社での経験をヒアリングし共同研究の形で実施した。 
 さまざまな機能がある会計システムの中で、本研究では財務会計システムをビジネスパターン別

SLA モデル設定の対象範囲とする。 

 
  図 4-1 本研究での会計システムの対象範囲 
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4.2 会計システム調査 

会計システムのモデル化を作成するにあたり会計業務及び会計システム調査を行った。 
＊会計業務プロセスの流れを把握するため、経済産業省がとりまとめた「経理・財務サービス ス

キルスタンダード」を参考にした。(参考文献[6]、[7])「経理・財務サービス スキルスタンダード」

とは企業における経理・財務業務とは具体的にどのような業務であるか、フローチャートも使い

ながら業務の定義やプロセスを定義したものである。 
＊会計システムのデータの動きやプロセスの把握ために「IT コンサルタントのための会計知識」

を参考にした。(参考文献[8])「IT コンサルタントのための会計知識」は、会計システムにおけ

る会計処理が業務プロセスごとにまとめられており、各業務プロセスについて業務面とシステ

ム面の両面から説明がされているものである。 
 
さらに、会計システムの実態を知るため、会計システムを扱っているTOKAIコミュニケーションズ

社にヒアリング調査を行った。 
 

4.3 会計システムのモデル化 

 本研究で会計システムにおけるビジネスパターン別 SLA モデルを作成するにあたって、会計シ

ステムや会計業務プロセスの流れの把握とデータの負荷の算出を行うため、会計システムのモデ

ル化を行った。 
 

4.3.1 会計システムのモデル化の手順 

 本研究では、会計システムのプロセスを大分類、会社機能、中分類、小分類、小小分類の５階層

に分けて定義していく。（図 4-2）この階層の定義は「財務・経理サービス スキルスタンダード」（参

考文献[6]、[7]）で紹介されているものを採用している。 
 なお、「財務・経理サービス スキルスタンダード」は、会社の経理業務をまとめたものであり、本研

究対象範囲の会計システムを導入した場合の業務と異なる部分がある。そのため、いくつかの点に

おいて「財務・経理サービス スキルスタンダード」の改良をおこなった。 
 「財務・経理サービス スキルスタンダード」では、売掛債権管理は販売業務と債権管理業務を説

明している大分類である。また、買掛債務管理は、仕入れ業務と債務管理業務を説明している大

分類である。この２つの大分類を、販売業務を販売プロセス、債権管理業務と債務管理業務を債

権・債務プロセス、仕入れ業務を購買プロセスに分けた。 
 さらに、税効果類計算業務、消費税申告業務、法人税申告業務をあわせて税務管理プロセスと

した。 
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  上記のプロセスを前提として、会計システムのモデル化はトップダウン手法で作成を行った。 
 

 
 図 4-2 会計プロセスの階層構造 

 
手順 １：4.1 で示した本研究での会計システム対象範囲を８つの業務プロセスに分類し、大分

類とした。なお、人事給与プロセス、税務管理プロセスは、会計システム関連システムの

中でも関連が深いが、本研究の対象外であるため中分類までの作成としている。 
 
  手順 ２：大分類を会社機能ごとに分類をおこなう。会社機能とは、大分類の業務をその業務ご

とに売上業務、仕入業務など大きいレベルでの業務の分類でしたものある。 
 
  手順 ３：作成した会社機能の業務レベルを行うための業務の流れを中分類として分類を行う。

さらに同様の手順で中分類をもとに小分類の分類を行う。 
 
  手順 ４：小分類の業務プロセスフロー図の作成を行う。小分類の業務プロセスフロー図とは、

小分類の業務、たとえば大分類が購買プロセス、会社機能が仕入れ業務、中分類

が見積書評価、小分類が見積書検証という業務では、その小分類にあたる見積書

検証という業務を行うための業務フロー図をまとめたものが小分類の業務プロセスフ

ロー図である。この業務を行うための一つ一つの行動を小小分類と分類を行った。 
 

           なお、各手順において株式会社 TOKAI コミュニケーションズ社にヒアリングを行い、実際に運

用している会計システムとの整合性をとった。 
 

大分類 •会計システム対象範囲を業務の特性ごとに８つに分類したもの 

会社機
能 

•大分類を業務ごとに分類したもの 

中分類 
•会社機能の業務を行うための業務の流れ作成。その業務の流れの１つ１つの
業務を中分類とする 

小分類 •中分類の業務をさらに詳細化したもの 

小小分
類 

• 小分類の業務を実現するための業務プロセスフロー図に記載されている１つ
１つの動作 
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4.3.2 会計システムモデル概要 

 会計システムモデルは、大分類、会社機能、中分類、小分類、小小分類から構成されている。図

4-4「会計システムモデル＿構成図」は、各分類の関係を示している。 
 

 
 図 4-3 会計システムモデル＿構成図(一部抜粋) 

 
大分類は会計システムを業務の種類ごとに分類したものである。各大分類を機能ごとに分類し

たものが会社機能であり、中分類は、それぞれの会社機能を行うための業務を流れで表したもの

である。各中分類に対して小分類が１から複数あり、その小分類に対してそれぞれ小小分類があ

る。 
 
図 4-4 は会計モデルの大分類が債権管理プロセス、会社機能が債権残高業務、中分類が顧客

別債権管理、小分類が顧客別元帳管理の小分類の業務プロセスフロー図である。 
「経理・財務サービス スキルスタンダード」の業務フロー図を参考にして作成した。大分類、会

社機能、中分類、小分類の分類名を追加し、データ参照、データ作成を行う業務因子は色を付け

を行った。また、本研究の会計システム範囲を適応するにあたって、業務を追加した部分において

は新たにフロー図を作成した。 
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図 4-4 会計モデル＿小小分類プロセス群とデータの参照/作成 

 
図 4-4 に示してあるように、各小分類の業務プロセスフロー図には、大分類、会社機能、中分類、

小分類とそれぞれの分類が書いてある。図の出荷確認等の四角で囲まれた部分は業務因子であ

り、小分類を達成するために必要な動作がフロー図で表してある。なお、この１つ１つの業務因子

を小小分類として扱っている。 
 
業務因子は主に４種類に分類することができる。 
  ＊白色   会計システムに直接関わらない業務因子 
  ＊桃色   会計システムにデータ参照を行う業務因子 
  ＊空色   会計システムを利用してデータの作成を行う業務因子 
  ＊黄色   企業によって対応が分かれる業務因子 
業務因子の背景を薄緑色で表している部分は、システム化が標準とされている領域である。 
この小分類の業務プロセスフロー図を各小分類に対して作成を行うことで、業務における会計シ

ステムの利用範囲、頻度を見積もり、また会計の業務内容を詳しく把握することに努めた。 
 

なお、本研究で作成した会計システムモデルは、付録１ 会計システムモデルに記載している。 
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4.4 会計システムデータの整理 

 会計システムのデータ処理の負荷の算出を行うために、各元帳・台帳に登録されているデータお

よび、各元帳・台帳に関連しているデータ種別を以下の３つの表にまとめた。 
 
 元帳・台帳格納データ一覧 

各元帳・台帳に登録されているデータを、元帳・台帳ごとに一覧にしたもの 

 
表 4-1 元帳・台帳格納データ一覧 

本研究で作成した元帳・台帳格納データ一覧は、付録 2 として記載している。 
 
◆ 元帳・台帳関連データ種別 

各元帳・台帳に関連しているデータを、元帳・台帳ごとに一覧にしたもの 

 
表 4-2 元帳・台帳関連データ種別 

本研究で作成した元帳・台帳格納データ種別は、付録 3 として記載している。 
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 データ＿元帳・台帳関連表 
また、小分類の業務プロセスフロー図とデータ一覧図をもとに、各小小分類と台帳/元帳の関

係を、データ＿元帳台帳関連表にまとめた。 

 
表 4-3 債務・債権管理プロセスにおけるデータ＿元帳・台帳関連表 

 
表の横軸は小小分類までの業務の分類を、縦軸は元帳・台帳を表している。 
この関連表により各業務での台帳/元帳へのアクセス状況が一覧できる。 
 
本研究で作成した会計システムのデータ＿元帳・台帳関連表は、付録４として記載してい

る。 
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4.5 会計システムのデータ処理の負荷算出 

作成した会計システムモデルを元に会計システムの負荷を算出するにあたって、業務において

必要なデータを小小分類ごとにデータ一覧図にまとめた。 
 

 データ一覧図 
小分類の業務プロセスフロー図をもとに、各小小分類の業務の特徴を処理系、応答時間表し、

各小小分類の業務利用されるデータをデータ種別、台帳/元帳、R/W をデータデータ一覧図に

まとめた。 
 

データ一覧図に使用される用語の説明を以下にまとめた。 
業務の特性 
  ＊処理系     対話型、帳票出力、バッチ、一覧出力に分類される 
  ＊応答時間   即時、短時間、長時間に分類される 
利用されるデータ  
  ＊データ種別  取り扱うデータ名 
  ＊元帳/台帳  データ種別を参照又は作成するために、アクセスが行われる元帳/台帳名 

＊R/W     データ種別は参照データ（R）であるか、作成データ（W）であるか示す 
 

 
                表 4-4 債務・債権管理プロセスにおけるデータ一覧図 
 
本研究で作成した会計システムのデータ一覧図は、付録 5 として記載している 
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4.6 業務要件に基づく SLO 設定 

本研究では、業務要件に基づく SLO の設定を、ソフトウェア SLO 項目表の設定と業務活動 SLO
項目表の設定の２つの視点から行った。 
 
 ◆ソフトウェア SLO 項目表の設定 

 本研究の会計システム対象範囲のなかの販売プロセスに関して、ISO9126 のソフトウェアの

品質特性における機能性（セキュリティを除く）および利用性に関する性能要件を設定した。 

 
表 4-5 ソフトウェア SLO 項目表の設定 

 
     NO.、大分類、会社機能、中分類、小分類は業務フェーズを示している。 

   分類： 合目的性、正確性、利用性、セキュリティの４種類ある 
  項目名： サービスレベル項目名 

測定対象：サービスレベル項目を測定する範囲 
項目の説明：サービスレベル項目の説明 
測定方法：サービスレベル項目の測定方法 
測定単位：サービスレベル項目の品質を測る単位 
測定基準：レベル０からレベル３までの４段階ある。 

作成例 
1.1.1 見積書作成のフェーズでは、分類が合目的性の見積書作成のガイドラインの

SLO が設定される。判定基準は以下のとおりに設定を行った。 



37 
 

レベル０ ： 見積書作成の手順書なし 
              レベル１ ： 見積書作成の手順書があるが再現率が低い 
              レベル２ ： 見積書作成の手順書があり、チェック手順がある 
              レベル３ ： 見積書作成の手順書があり、保守の手順がある 

本研究で作成した会計システムのソフトウェア SLO 項目表は、付録 6 として記載している。 
 
 ◆業務活動 SLO 項目表の設定 
  本研究の会計システム対象範囲のなかの販売プロセスに関して、ソフトウェアと人が関わる業務

サービスに対して、正確性、スピード、リスク対応に関する業務サービスの品質要件を設定した。 

 
                      

表 4-6 業務活動 SLO 項目の設定 
 

NO.、大分類、会社機能、中分類、小分類は業務フェーズを示している。 
パフォーマンス指標の分類：正確性、スピード、正確性の３分類ある 

項目名：サービスレベル項目名 
測定対象：サービスレベル項目を測定する範囲 

項目の説明：サービスレベル項目の説明 
測定方法：サービスレベル項目の測定方法 
測定単位：サービスレベル項目の品質を測る単位 
判断基準：レベル０からレベル３までの４段階ある 
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作成例 
1.1.1 見積書作成のフェーズでは、正確性、スピード、リスクに関してのパフォーマン

ス指標の分類が見積書作成のSLO が設定される。判定基準は以下のとおりに設定

を行った。 
 
      正確性  レベル０：記載方法なし 
            レベル１：記載方法が詳細化されている 
            レベル２： 設定なし 

レベル３：記載方法の詳細化、正確性が保たれている 
 
     スピード  レベル０： 見積書作成までの時間が１営業日以上 
            レベル１： 見積書作成までの時間が６時間以内 
            レベル２： 見積書作成までの時間が３時間以内 

レベル３： 見積書作成までの時間が１時間以内 
 
 
      リスク   レベル０： 見積書手順なし 
            レベル１： 見積書作成手順があるが、再現率が低い 
            レベル２： 見積書作成手順があり、チェック手順がある 

レベル３： 見積書作成手順があり、保守手順がある 
 
本研究で作成した会計システムの業務活動 SLO 項目表は、付録 7 として記載している。 
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第５章 ビジネスパターン別 SLA の評価 
5.1 ビジネスパターン別 SLA の評価 

 この章では本研究で作成した会計システムのモデルとビジネスパターン別 SLA に関する評価に

ついて述べる。評価する資料は、会計システムモデル(付録 1)、会計システムの元帳・台帳のデー

タ一覧(付録 2)、会計システムの元帳・台帳関連データ種別(付録 3)、会計システムのデータ一覧

図(付録4)、会計システムのデータ＿元帳・台帳関連表(付録5)、ソフトウェアSLO項目表（付録6）、
業務活動SLO項目表(付録7)である。これらの資料をもとに、会計の専門家と会計システムの専門

家に評価をしていただいた。 
 

5.1.1 会計の専門家による評価 

 今回開発を行ったビジネスパターン別SLAは、従来のSLAとは異なり、SLAの適応範囲を業務

面にまで拡張してマネジメントをしている。このアプローチ方法として、会社の規模や業種に応じた

対応や、業務の幅（範囲）、バリエーションモデル、応用事例の提供まで広げるとさらにニーズを満

たすことができる。また、実務的な面においては、サービスレベルの RFP(Request For Proposal:
提案依頼書)や契約条件への落とし込みの方法と、価格設定の具体化の方法があると、ビジネスパ

ターン別 SLA をより活用できるという意見をいただいた。 
 さらに、会計システムモデル(付録1)は、「財務・経理サービス スキルスタンダード」（参考文献4）
を参考に、会計システムに合わせる形で分類が行われているため、よく分類ができており、業務に

そのまま使えるという意見をいただいた。 
 会計システムデータ一覧図に関しては、そのデータ内容がシステムや内部構造に依存するため、

今回研究対象とした会計システムを取り扱うとしても、別パッケージで考えた場合内容が全く異なる。

そのため、パッケージごとに設定する必要があるという意見をいただいた。 
 業務依存SLO、つまりソフトウェアSLO 項目表および業務活動 SLO 項目表に関しては、ベンダ

ーのサービスレベルを客観的に評価するにあってのモデルとしては適切と思われるという意見をい

ただいた。一方で、分類の軸をもう少し工夫したほうが整然とするという意見も頂いた。ソフトウェア

SLO 項目表においては現在、ISO1926 のソフトウェア品質特性を利用している。この評価方法の

みではなく、実在性や権利義務、即時性、業務改善提案、コスト等の分類に関しても、取り扱うこと

でより多方面な視点からの SLO項目表作成が可能になる。さらに業務依存SLOを行うことにより、

SLO 適応会社が行っている業務を客観的に見ることができ、かつ評価指標になり、業務の標準化

を行うことができる。 
 今後調査、検討を行うべきこととしては、今回開発した会計モデルの拡張を行うにあたって、業務

プロセスの検討において、業務の機能と業務フローの検討の２方面からサービスレベル評価を行う

ことが重要であると評価をいただいた。 
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5.2 SLA モデル開発の状況 

 会計システムモデルは第 1 版を完成し、今後は順次、実システムとの適合性を評価してバージョ

ンアップをしていく。サービスレベルモデルのうち技術要件 SLO は JEITA「民間向け IT システム

の SLA ガイドライン」(参考文献 4)のバージョンアップに追随していく。業務要件の SLO であるソフ

トウェア SLO 項目表および業務活動 SLO 項目表は、今回開発した販売管理プロセスの SLO を

実査に実施されている管理項目と比較評価した項目の抽出方法を調整したうえで、会計システム

の全プロセスに開発を進めていく。 
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第６章 結論 
6.1 結論 

本研究では、近年複雑で大規模になってきているITサービスを支えるために利用されている IT
サービスマネジメントの中でも SLA に着目した。SLA の評価対象システムとしては、今日注目され

ているクラウドサービス、とりわけ SaaS サービスを取り上げた。SaaS サービスは、その提供するサ

ービスの運用・提供までが対象範囲であるため、サービスの評価を行うことが必須である。サービス

の品質評価を行うために、技術的な要素のみから評価を行うのみではなく、サービスを利用する業

務面からも評価できる SLA の考察、およびクラウドの SaaS サービスにおけるシステムの考察を行

い、機能要件のみの現在の SLA ではなく、新たにサービスを利用する側、つまり業務要件からの

SLA をビジネスパターン別 SLA として提案した。 
 ビジネスパターン別 SLA の開発にあたって、会計システムを評価対象 SaaS システムとした。業

務依存部分のサービスの品質を評価するにあたって、IT サービスの利用者が利用するソフトウェ

アの品質と、人間と IT サービスの利用者が関わる業務対する評価に分けて SLO を設定した。そ

れぞれに対する評価方法は異なっており、前者は、ソフトウェア SLO 項目表に ISO9126 ソフトウ

ェアの品質モデルのソフトウェア品質特性を測定項目としてまとめてあり、後者は業務活動 SLO 項

目表に正確性、スピード、リスク対応の３つを測定項目としてまとめてある。技術要件の SLO は「民

間向け IT システムの SLA ガイドライン」を参考にした。 
 業務要件の SLO を導き出すために、会計業務を会計システムモデル(付録１)にまとめ、業務に

必要なデータを挙げ、業務の処理特性や、データの種別の分類、データの関連図を一覧にまとめ

た。さらにそこから、データの負荷を算出し、ソフトウェアSLO 項目表は、業務要件やサービスの品

質の評価、業務活動 SLO 項目表はソフトウェアと人間の活動が合わせて実施される業務サービス

の品質の評価を行った。 
 開発を行ったビジネスパターン別 SLA および会計システムモデルを専門家に評価していただい

た結果、ベンダーのサービスレベルを客観的に評価するにあってのモデルとしては、ソフトウェア

SLO 項目表および業務活動 SLO 項目表は適切と思われるとコメントをいただいた。また、業務依

存 SLO 項目表を業務に適用することによって、その企業における業務の評価指標にできるとのコ

メントをもらった。 
 しかし、今回の業務要件のSLOの設定にあたっては、会計システム対象範囲内すべての設定が

できておらず、会計モデルの大分類の販売プロセスのみにとどまっている。さらに、設定を行った

SLO 項目表のレベル設定の妥当性の検証ができていない。業務に関わる側面が高いため、さら

に会社の規模や業態に応じた対応や、バリエーションモデルの提供が必要である。 
 ビジネスパターン別 SLA は、現段階においてはまた検討すべき項目がのこされているものの、

様々な業種や ITサービス形態に対象範囲を広げていくことにより、ITサービスの業務要件の品質

を測る方法として有効に活用できるものであると考察した。 
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6.2 今後の課題 

 今後の課題として主に４つあげられる。まず一つ目として挙げられるのが、販売プロセス以外の会

計業務プロセスにおいてSLOの設定を行うことが必要である。現在、業務依存SLOの設定した範

囲が、会計モデルの大分類の販売プロセスのみである。そのため他の業務プロセスにおいても業

務依存 SLOの設定を行い、本研究における会計システムの対象範囲すべてを網羅する必要性が

ある。 
次にあげられるのが、本研究で開発を行った業務依存 SLO のレベル設定において妥当性の検

証を行うことである。現段階のレベル設定は、あくまでも予想としての数値を設定してあるため、設

定してある数値はあくまでも期待する値にとどまっている。そこで、より業務要件のSLOの精度を上

げるため、実際に会計システムを利用している現場ではどのぐらいの数値が妥当であるか検証す

る必要がある。 
 さらに、SLOの分類の検討も必要である。業務要件SLO項目表はソフトウェア品質SLO項目表

と業務活動項目表の２つあり、前者が業務要件のソフトウェアの品質、後者がソフトウェアと人の活

動により行われる業務の品質を評価している。それぞれに品質を測るための分類が設定されてい

るのだが、現在業務要件のSLOの品質を評価する項目として分類に設定されていない、コスト、実

在性や即時性等の、側面から品質を評価することでより業務要件における品質を多方面から測る

必要がある。 
 また、業務依存 SLO 項目表を企業形態によって分ける必要がある。今回開発を行った会計シス

テムにおける SLO 項目表においても、SLA の評価を行う企業の業種によって重要とされる業務が

異なる。小売業においては在庫管理が重視されることから、今回開発を行った会計システムモデル

の在庫管理プロセスとは異なると予想される。そのため、業種、企業の規模、さらに企業が行って

いる業務活動の幅等の企業形態への対応をする必要がある。 
 本研究で開発したビジネスパターン別 SLA は、現段階では会計システムを評価対象として開発

をおこなった。しかしながら、今後、SaaS サービスにおいてはさらに様々な ITサービスが提供され

ると予想される。会計システムのみではなく、他のSaaSサービスにおいても業務依存SLOの設定

を行い、様々な ITサービスの品質を測る方法として本研究で提案したビジネスパターン別SLAモ

デルが利用されることを期待する。 
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